
計量9：30～試合開始10：30～11：00
※会場設営が整い次第開始いたしま

す。

Bigbang アマチュア ジュニアワンマッチ　1分30秒2R

ナガサカ　チヒロ ヨシモト　オウシ

☆長坂　千優 吉本　鷹志

ミヤザキ　トモキ モリイ　ケンノスケ

☆宮崎　智貴 森井　健ノ介

アンドウ　タイジュ ナガス　ユウト

☆安藤　大樹 長洲　優人

ミナミ　シドウ クニオカ　ショウタ

☆南　侍道 國岡　奨大

ノザキ　タイジュ オツ　リク

☆野崎　大珠 乙津　陸
Bigbang アマチュア ワンマッチ　1分30秒2R

オノダ　モトキ スガ　セイマ

☆小野田　元樹 菅　誠真

イケダ　ヒロト スギウラ　コウシ

☆池田　尋斗 杉浦　昂志

サイトウ　マサヒト ヤマニシ　ヨウスケ

☆斎藤　真人 山西　洋介
Bigbang アマチュア ジュニアワンマッチ　1分30秒2R

ヒラバヤシ　リュウ モリイ　コウタロウ

平林　龍 森井　幸太朗

ソガ　コウケン イトウ　アイノスケ

曽我　好健 伊藤　愛之助

ウラタ　ユウガ タカギ　ユリト

浦田　優雅 高木　友翔

ヒョウドウ　ケイ ナスカワ　リュウジン

兵頭　慶 那須川　龍心

オサノ　ワタル フジイ　スバル

小佐野　航 藤井　昴

ヤベ　レイン オノ　ケンダイ

矢部　羚音 小野　健大

オサノ　ショウ ニオ　ハルト

小佐野　翔 鳰　陽斗

タキ　ソウマ シラタニ　セイヤ

瀧　颯真 白谷　征也
Bigbang アマチュア ワンマッチ　1分30秒2R

ナトリ　コウヘイ イシイ　ダイスケ

名取　航平 石井　大輔

オザワ　イッセイ セキハラ　ヨウスケ

小沢　一世 関原　洋介

アベ　カズフミ ノマ　シイナ

阿部　和史 野間　海那

タカハシ　トシキ ムナカタ　タカヒロ

髙橋　俊貴 宗形　隆寛

☆は二試合出場する選手 ※進行状況により休憩をはさむ場合があります

※都合により変更する場合があります

第17試合 （谷山ジム） １分30秒
2R

（真樹ジムAICHI)

第16試合 （谷山ジム小田原道場） １分30秒
2R

（FJ KICK ASS)

第15試合 （リバティーロード） １分30秒
2R

（平井道場）

第14試合 （谷山ジム） １分30秒
2R

（冶政館江戸川道場）

第13試合 （リバティーロード） 1分30秒
2R

（冶政館江戸川道場）

第12試合 （新興ムエタイ） 1分30秒
2R

（TEAM TEPPEN)

第11試合 （冶政館江戸川道場） 1分30秒
2R

（TEAM TEPPEN)

第10試合 （冶政館江戸川道場） 1分30秒
2R

（FJ KICK ASS)

（谷山ジム） 1分30秒
2R

（キングジム）

第9試合 （谷山ジム） 1分30秒
2R

（FJ KICK ASS)

第8試合 （谷山ジム小田原道場）
1分30秒

2R
（キックボクシングジムKIX)

第5試合 （平井道場）
1分30秒

2R
（クロスポイント大泉）
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第4試合 （エムトーンジム）
1分30秒

2R
（TEAM TEPPEN)

第3試合 （AX GYM)
1分30秒

2R
（冶政館江戸川道場）

第7試合

第6試合 （谷山ジム小田原道場）
1分30秒

2R
（AX GYM)

第20試合 （谷山ジム小田原道場） １分30秒
2R

（キングジム）

（真樹ジムAICHI)第19試合 （ＺＥＲＯ）

第1試合

第2試合 （新興ムエタイ）

（谷山ジム）

（FJ KICK ASS)

（練馬チャンデット）
１分30秒

2R

１分30秒
2R

１分30秒
2R

第18試合 （キングジム） １分30秒
2R

（エムトーンジム）



計量9：30～試合開始10:30～11:00
※会場設営が整い次第開始いたしま
す。

Bigbang アマチュア ワンマッチ　1分30秒2R

カワシマ　トモヤ フタツギ　ケンタ

川島　智也 二木　兼太

ホリ　トシヤ サッサ　タカヒロ

堀　駿也 佐々　貴洋
Bigbang アマチュア ジュニアタイトルマッチ　1分30秒3R

オオクボ　セリ ナガイ　ライチ

大久保　世璃 永井　雷智

コバヤシ　エイジュン コシバ　トア

小林　栄絢 小柴　斗吾

ハナザワ　ユウト トコロ　フウガ

花澤　悠人 所　風雅

オオクボ　ルイ マツモト　リアム

大久保　琉唯 松本　吏亜夢

サカモト　アラシ ニオ　ツバサ

坂本　嵐 鳰　翼

テラヤマ　リョウガ　 オノダ　モトキ

寺山　遼牙 ☆小野田　元樹
Bigbang アマチュア ジュニアワンマッチ　1分30秒2R

ナガサカ　チヒロ オノ　コダイ

☆長坂　千優 小野　琥大

ミヤザキ　トモキ ヨシモト　コウシ

☆宮崎　智貴 吉本　煌志

アンドウ　タイジュ ツノダ　ジンタロウ

☆安藤　大樹 角田　仁太郎

ミナミ　シドウ クニオカ　ヒナ

☆南　侍道 國岡　陽菜

ノザキ　タイジュ シラカワ　タイチ

☆野崎　大珠 白川　泰地
Bigbang アマチュア ワンマッチ　1分30秒2R

イケダ　ヒロト ムラタ　マナト

☆池田　尋斗 村田　愛斗

サイトウ　マサヒト ノジリ　マサトシ

☆斎藤　真人 野尻　雅俊

☆は二試合出場する選手 ※進行状況により休憩をはさむ場合があります

※都合により変更する場合があります

第33試合 （平井道場） １分30秒
2R

（クロスポイント大泉）

第32試合

第36試合

（エムトーンジム）

第25試合 （TEAM TEPPEN)
１分30秒3R

Bigbang34Kg級
決定戦

（Refre'K)

第26試合 （K-1ジムウルフ）
１分30秒3R

Bigbang37Kg級
防衛戦

（ＺＥＲＯ）

第27試合 （キングジム）
１分30秒3R

Bigbang40Kg級
決定戦

（平井道場）

第28試合
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第30試合 （新興ムエタイ） １分30秒
2R

（練馬チャンデット）

第29試合 （谷山ジム）
１分30秒

2R
（冶政館江戸川道場）

第24試合 （K-1ジムウルフ）
１分30秒3R

Bigbang31Kg級
決定戦

（練馬チャンデット）

１分30秒
3RBigbang50Kg
級王者決定査

定試合

（谷山ジム小田原道場）（TEAM TEPPEN）

第23試合 （K-1ジムウルフ）
１分30秒3R

Bigbang25Kg級
防衛戦

第37試合

第31試合

（TEAM TEPPEN)

（ＺＥＲＯ）（AX GYM)
１分30秒

2R

（谷山ジム）
１分30秒

2R
（Refre'K)

（谷山ジム小田原道場） １分30秒
2R

（キックボクシングジムKIX)

第34試合

第35試合

１分30秒
2R

（平井道場）

第22試合

(K-ジム横浜）
１分30秒

2R

1分30秒
2R

（エムトーンジム）

（RB アカデミー）

第21試合

（チームドラゴン）


